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乗鞍岳主峰 剣ヶ峰へ 小木 清 画

2 月・3 月の企画案内

山行報告

第 17 回定期総会の報告

1/1 元旦登山 二上山
1/18 雪上ハイク 頼成の森
1/24・25 自主企画 スキーフェステバ

アジア山岳連盟「広島山岳平和祭」
ひろしま 2014 アピール

〔出席者〕荒井、岩井、上田、小竹茂、小竹伸、加藤、
甲厚、甲か、瓶田、川端、熊木龍、小坪哲、背渡、竹内、
續池巌、續池静、長谷部、林、福島、古川、堀井、堀川、
的場、峯、宮本

26 名

総会は背渡副代表の司会ではじまり、議長に古川さん、
記録に小坪さんを選出しました。
まず、総会の成立（出席 26 名、委任状 15 名）が確認
され、岩井代表の挨拶（別項に要旨掲載）のあと議事に
入りました。
１）2014 年の活動報告を岩井代表が行いました。その
中で会員の企画参加ベスト３が紹介されました。１位・
峯 29 回、2 位・的場 28 回、3 位・小坪哲 19 回、以下瓶
田、岩井が続きました。また古川さんから個人的に把握
された状況も報告されました。昨年の総会で「企画参加
上位者を表彰し、記念品を贈呈する」提案が出され、前
向きに検討するとしていましたが、岩井代表から予算逼
迫の折“その件は断念”の報告がされました。
２）決算報告が荒井会計担当から行われ、会計監査報告が加藤さんから行われました。
そして、活動報告、決算報告、会計監査報告が一括承認されました。
３）2015 年活動方針と例会企画について岩井代表が提案・説明されました。
ここ 2～3 年高齢化に伴う退会者が生じていることについて、
「世話人会でもその対策を模索しているが、
具体的な対策が見出せず苦慮している」との報告あり、また、新しい会員を増やす努力の必要性が述べら
れました。
４）2015 年予算案の説明を荒井会計担当が行いました。
研修会予算があるが、年間企画計画にその研修会がないのは？の質問に「世話人会で具体化します。昨年
と同様に 6 月中旬に計画したい」と岩井代表が回答。クラブ装備にハーネス・シュリンゲなどが書かれて
いるが、専門的な用語なので説明してほしい。との質問に荒井会計担当から説明され、事故対応基金どの
ように積み立てているのか。との質問に「ゆうちょ銀行で定期預金されている」との回答がありました。
５）会代表と世話人会と会計監査の選出
岩井代表から提案され、承認されました。
以上で議事が終了し、懇親会にうつりました。
【選出された役員と世話人会】

【世話人会】 甲 厚子、林 憲彦、的場邦夫、

＊代表 岩井富雄（再）

峯 周二、宮本久子（以上 再）

＊副代表 小坪哲彦（再）
・背渡健治（再）

島倉津也子、岩越理代（新）

＊会計担当 荒井英治(再)
＊会報担当 堀井泰則(再）

【相談役】として 山田 格、黒川 衛 両氏に引
き続きお願いする。

＊会計監査 加藤日出子(再) 竹内啓子(新)
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あいさつ
世話人会代表 岩井富雄

今年も代表に選出されました。よろしくお願い

します。代表になって早いもので５年になりまし

た。

今年も「安全で楽しい登山を第一」の目標とし

たいと思います。
『○△山に登りたい』という気

持 ・ 願 望 を成 し 遂 げる ため に は 、 基礎 体 力 の維

持・強化をしなければなりません。加齢に伴う衰

えは努力無しには避けられません。昨年の「登山

セミナー」が良い参考になりました。少しでも長

く登山・ハイキングを続けるために、自分に合っ

たトレーニング方法を続けましょう。

また、三島野スポーツクラブがより豊かに活性

化するために新しい会員を迎えましょう。登山・

ハイキングに興味ある人を誘ってください。新し

い会員が新たな話題や知恵・経験をクラブに注い

でくれるでしょう。
それが更なる発展をもたらし

てくれると思います。

◆ この総会で退会をされたのは５名（賀久、高橋、
甲

武、野開、堀）です。それぞれの理由があり

ますが、山への想いを絶ったわけではないようで
した。機会があれば…また…。
◆ 今回の総会会場で『三島野スポーツクラブ１５年
の記録』が作成され配布されました（作成実費会
員負担）。堀井会報担当が編集しました。
◆ 会場の壁に過去の山行時の集合写真（A4 版）が
多く張り出され、希望者に実費有料で渡されまし

壁に貼られた写真

た。また、岩井さん、的場さんからも写真の展示
がありました。

総会後、岩井代表の音頭で乾杯。これまでの山行の思い出
話やそれぞれの山への想いを交流する懇親会となりました。
あちらこちらで酒を酌み交わし、山談義に花が咲いて、今年
の三島野 SC は健在だと確信できる宴でした。

小 竹 さ んから みか
ん一箱。
堀 さ ん から屋 久島
の 高 名 な焼酎 「三
岳」頂きました。
サンキュー！
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雪残る山はまだ冬。里には春の足音が…
自然の季節の移ろいを体感しよう
富山市大沢野町
754ｍ
【集合・出発】7 時 30 分 薬勝寺 P
【コース】 猿倉スキー場 P 〔0.5H〕
御前山 〔0.5ｈ〕

猿倉山 〔1H〕

獅子ヶ鼻 〔1H〕

小佐波御前山

往路を下る〔2.5H〕
〈L〉峯 周二
登り 3 時間

下り 2 時間

標高差 約 600ｍ

体力度・技術度とも ★★☆☆☆
【参加申込】 2 月 9 日(月)まで FAX 0766-57-8180（岩井）へ
【装備】カンジキ、ストック、防寒対策（ウエアー・帽子・手袋
など）
、温かい飲み物、通常の装備

旧井口村
495ｍ
【集合・出発】8 時 30 分 薬勝寺 P
【行 程】
井口 ゆ～ランド花椿 9：30
丸山頂

往路を下る

福寿草群生地
ゆ～ランド花椿（入浴）

薬勝寺 P 15：00 帰着予定
〈L〉的場邦夫
【装 備】残雪の状態によって必要かもしれませんの
でカンジキを用意してください。
（詳細な案内は次号会報に記載します）

登山口

詳細な案内は次号
会報№174 に記載

娑婆捨峠

猿山灯台

海抜約 230 メートルの断崖が続き、その一角
猿山

に灯台が建っています。能登半島外浦特有の男
性的で豪快な眺めは絶景です。3 月下旬から 4
月初めにかけてはユキワリソウやスミレなど
の可憐な花が見られます。
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メンバー：
〈L〉的場邦夫、岩井富雄、峯 周二
【行 程】
陸上競技場前 出発 5：30
二上山頂上 6：35～7：10

的 場：登山口の積雪は 35cm くらいで、天候は雪でした。トレー
スにうっすら雪が積もっていたが道ははっきりとしてい

出発点帰着 8：05

ました。展望台を過ぎ、車道に出たら積雪は 50cm ほどあ
り、ビックリでした。頂上に着くと雪も止み“今年の山行
の安全と天候に恵まれること”を山頂祠の神様に念入りに
お願いし下山しました。清々しい気持ちで新年を迎えるこ
とができました。

峯 ：歩きはじめから雪道でカンジキを装着。積雪は 40～50cm、
2 回目の元旦登山ですが、本年の元旦山行はなぜか「シャ
キッ」と心身ともに締まり、気持ちが爽快になりました。

岩 井：年末からの雪で 30～40cm ほどの積雪がありました。集合場
所で新年の挨拶をして登山開始。今年の山の抱負、登りた
い山を話しながら歩きました。いろいろな山を思い出し、
雪の二上山をワクワクする思いで歩きました。

新日本スポーツ連盟

全国スキー協・北信ブロック企画

メンバー：
〈L〉林 憲彦、甲かほる、瓶田真寿美、
續池静子、續池 巌、峯 周二、会員外 1 名
福井、石川、富山、長野の各県からスキー協会員など
80 名が志賀高原に集いました。
1 日目はスキー教室・フリー滑走・滑りながらのレッ
スンが行われ、参加者がそれぞれ希望のクラスに参加し
ました。
2 日目には「スポーツは平和とともに」などのスロー
ガンのパネルを掲げてゲレンデ滑走しました。

♪ビュワーン ビュワーン 走る
甲かほる
今シーズン 2 回目のスキー。この企画 2 日間とも好天気で、遠くに北ア
ルプスも望め、目の前には私が三島野 SC に入会して初めて登った岩菅山
を眺めながら十分にスキー滑走を楽しんできました。
これまでの積み重ねで自分なりに少しは上手になってきているとは思
っているのですが、
「まだまだ…」という気持ちが正直なところです。で
も、今回勇気を出してスピードを上げて前を行く滑走者についていきまし
た。途中、風の音を聞いたのです。
“これだ―！”と思いました。スキー
の醍醐味の初体験。
『♪ビュワーン ビュワーン

走る――』この感覚で滑

ることが自分にでもできるんだと思うと嬉しくなりました。
これからも膝を大切にしながら楽しいスキーを続けていきます。
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メンバー：
〈L〉背渡健治、林 憲彦、福島忠義、

的場邦夫、峯 周二、岩越理代、背渡法子
【コース】

頼成の森管理棟出発 9：00

ひよどり山
天狗山

歩行時間 約 4 時間
出発点に戻る

峯 ：雲ひとつない快晴となって、北アルプスの連峰や新湊
大橋、二上山、稲葉山、砺波平野がはっきりスッキ
リ見えて気持ちもすっきり。ルンルンで全コースカンジ
キの雪山歩きを満喫しました。

林 ：雲ひとつない晴天に恵まれ楽しいトレッキングでした。里山といえども

雪が積もると自分の位置が分からなかったり、どこへ進メ場いい
のか判断に困ることがあります。里山でも地形図とコンパスの必

背渡健：雪よし！天気よし！すべてよし！
背渡法：久しぶりに歩きました。やっぱり楽しい！ありがとうございました。
的 場：管理棟でスノーシューを借りて（無料）初めて歩きました。カンジキ（ア
要性を感じました。

ルミ）と比べることができてよかった。買い換える時の参考になりま

した。元旦登山の「願掛け」のお蔭か？リーダーの運か？晴天の

もと大満足のハイクでした。

福 島：空を仰ぎ見れば快晴。頼成の森雪上ハイクには最高の日和でした。カンジキを履いて積雪を踏みしめながら調子よく
歩けました。三角点のある天狗山に辿り着くと、東屋、地蔵堂があり、展望が広がる。北側の眼下には雪景色の

砺波平野が広がり、爽快な気分。終わり近くになると足が少し重く感じたが、よい天気の中楽しく歩くことができまし

岩 越：はじめてスノーシューを履きました。なんとなく前に進みすぎてしまうのでセーブしながら歩きました。三島野の勢ぞろいし
た。

て晴天の下で記念撮影。青空と白い雪の世界を楽しみました。

笑えるようで笑えない話

救助に生命をかけた現場でのこぼれ話

ヘリはタクシー代わり？

ある夏山の最盛期、立山の稜線で中高年の女性グルー

プの一人が転倒して怪我をした。早速、携帯電話で警備

派出所へ救助要請が来た。

「友達が転倒して怪我をしたの。すぐに警察ヘリで救助

してください」

「えっ、警察ヘリで？警察ヘリは現在整備休機中で、至

急ということであれば、民間ヘリしかいませんが」

そのまま帰ってしまった。怪我をしての救助要請はな

「だって、民間ヘリは有料でしょう。それなら結構です」

んだったのだろう？タクシー代わりに、只のヘリで帰り

たかったのだろうか。狐につままれたような遭難届けだ

また、ある夏山最盛期、五色ヶ原で中高年の女性登山

った。

者が激しい腹痛に見舞われ、救助要請があった。急遽、

ヘリが出動し、病院へリポートに搬送、病院の救急スタ

ッフに引き継いだ。ヘリの中でも苦しがって事情徴収も

ままならない。本当に苦しいんだと同情してしまうほど。

結局名前も聞かずに引き上げた。念のために病状を確認

しようと病院に電話すると、救助された女性は、すでに

いないとのこと。ビックリして事情を聞くと、病院に着

いて担架に乗せられ、救急治療室に運ばれた。ところが

医師が来るまでの間に当該女性はいきなりガバッと跳ね

起き、脱兎のごとくトイレに駆け込み、バタン、ジャー

ッ。
「ああ、すっきりした」ひと言残して、スタスタと立

ち去ったとのこと。ビックリした病院関係者が引きとめ

たが、聞く耳持たず。本当にヘリをタクシー代わりにし

た。生と死の境で救助待っている人に失礼ではないか。

自分さえよければの風潮が、山にも持込まれるように

なった。嘆かわしいことである。
（谷口凱夫 著 「翼を持ったお巡りさん」より）
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2014.11.23～25

アジア山岳連盟の
創立２０周年記念
「広島山岳平和祭」
を開催
アジア山岳連盟の創立２０周年記念「広島山岳平和祭」が開催されました。アジア 10 の諸国、13 団体
が参加しました。労山全国連盟は日本山岳会などと共催団体として参加しました。
この集会で採択されたアピールを紹介します。
そんすう

「平和都市広島から山への感謝と尊崇を」
ひろしまアピール２０１４
「人間は自然の子であり、地球は人類の学校である」といわれる。
私たちは、これまで「自然」から多くの恵みを受け、ときには厳しい試練にさらされながら衣食住を整え
てきた。
その一方で、
「自然は人間に従属するもの」という思い上がった振る舞いによって、大気や、水や土壌を汚
し、かけがえない森林や生態系を破壊してきた。
山との深いかかわりを持つ私たちは「人間が、少しでも自然に手を加えれば、自然・環境への負担が必ず
生じる」ことを心に銘じ、山の自然を保護するために、実行可能な行動目標を提示し、小さなことを大切に
しながら、世界の山仲間とともに取り組んできた。
日本では、今年「国民こぞって、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日」として国民の祝日「山
の日」が制定された。まさに、山の自然保護を考えるチャンスであり、人々が自然に寄り添い、生きる原点
に立つことになる。
私たちは、平和都市「ひろしま」から、山への感謝と尊崇を第一に、山への負担の軽減と環境保護のため、
全力をあげて取り組むことをここに宣言する。
2014 年 11 月 25 日

この項は「登山時報」2015 年 1 月発行 №480 から転載しました

ひとくち知識
山

名

日本山岳標高ベスト２０
標高

山

都道府県

名

標高

都道府県

1

富士山

ふじさん

3776

山梨・静岡

11

前穂高岳

まえほたかだけ

3090

長野

2

北岳

きただけ

3193

山梨

12

中岳

なかだけ

3084

長野・岐阜

3

奥穂高岳

おくほたかだけ

3190

長野・岐阜

13

荒川中岳

あらかわなかだけ

3083

静岡

4

間ノ岳

あいのだけ

3189

山梨・静岡

14

御嶽山

おんたけさん

3067

長野

5

槍ヶ岳

やりがたけ

3180

長野

15

塩見岳

しおみだけ

3052

長野・静岡

6

悪沢岳

わるさわだけ

3141

静岡

16

農鳥岳

のうとりだけ

3051

山梨・静岡

7

赤石岳

あかいしだけ

3120

長野・静岡

17

仙丈ヶ岳

せんじょうがだけ

3033

山梨・長野

8

涸沢岳

からさわだけ

3110

長野・岐阜

17

南岳

みなみだけ

3033

長野・岐阜

9

北穂高岳

きたほたかだけ

3106

長野・岐阜

19

乗鞍岳

のりくらだけ

3026

長野・岐阜

大喰岳

おおばみだけ

3101

長野・岐阜

20

立山 大汝山

おおなんじやま

3106

富山

10

7

氏

名

住

TEL

所

代 表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

副代表

小坪 哲彦

射水市中太閤山 5-59

56-3028

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

新潮文庫 ５２９円

任務分担

吉村 昭 著

昭和初期に、黒部第三発電所建設に伴う阿

曽原谷付近での軌道トンネル工事の様子を小

説にしたもの。トンネル内の温度が摂氏１６

０度を超えたという難工事が語られる一方、

ここでは黒部の恐るべき自然の驚異をも伝え

ほう な だ れ

ている。そのひとつが泡雪崩だ。志合谷と阿

曽原の宿舎を襲い１００人を超す死者を出し

たという。今から８０年近くも昔に、あの黒

部 の谷 で、 数多 くの 人間

が 越冬 しな がら 、命 がけ

の 難工 事を 行っ てい たと

い う事 実を 垣間 見て 、人

間 の業 の凄 まじ さと 黒部

の 大自 然の 凄さ を思 い知

らされる。
高熱隋道

三島野スポーツクラブ運営役員

〔世話人会〕
的場邦夫、 林 憲彦、峯周二
宮本久子、甲 厚子、島倉津也子、
岩越理代
と左記の運営役員の方々で構成
しています。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
竹内啓子・加藤日出子

世話人会は原則毎月の第一・第三月曜日に開催いています。
2 月は第 2 月曜日 9 日・第 4 月曜日 23 日(月)です。ご出席をおねがいします。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

◇ 総会は会員がもっとも多く顔を合わせる機会でもありました。久しぶりの顔に会って言葉を交わすと、ま
た、眠りそうなエネルギーが蘇ってきます。今年も「仲間とともに」ですね。
◇ この季節は雪を避けて自然を楽しむことができません。二上山は新雪を踏んで、頼成の森は晴天の明るい
雪山を楽しめたようです。２月、３月も雪景色に自然の豊かさを体に感じてください。
◇ 総会資料に今年の企画が載っています。今から今年のプランを立て、オフシーズンでナマッタ肉体を蘇え
させる努力を！継続ですぞ！（自らの課題です）年間企画についてもう少し内容を豊かにしたパンフみた
ものも作成したいと思っています。新しい会員を増やすのにも役立てられるように。
◇ 「登山時報」から転載した『ひろしま 2014 アピール』は心から賛成し、実践すべきと思いました。お金
儲けのため、効率的な生産のためと、この課題が後へ追いやられることがあるなら、それとのたたかいも
必要になってくるかもしれません。
◇ 発行が少し遅れました。総会の報告記事を載せるために世話人会でも確認しています。ご理解のほど。

全頁をカラーで見ること
ができます。紅葉も冴えま
す。ネットの「お気に入り」

会報についてのご意見などお寄せください。山の出来事の面白い話も。
堀井まで E メールアドレス yasu0126@p1.tcnet.ne.jp
FAX 25-2792
三島野スポーツクラブのホームページの URL
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です

に！
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